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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

青森県 エム・ワイ有限会社 2420002000573 什器の変更による店舗レイアウト改善と改装セールの実施

青森県 コクサイ通信特機株式会社 7420001000859 インフラ点検の為のドローン活用事業

青森県 有限会社小松自動車整備工場 2420002014648 最新の運転補助装置を搭載した販路開拓用のデモカーの製作

青森県 ａｒｔ　ｃｒｅａｔｉｖｅ　ｉｍａｇｉｎｇ － ドローンを活用した映像（写真・動画）提案による販路開拓事業

青森県 ｓｌｏｗｐｏｋｅ － ＷＥＢ有効活用で海外へ！自社商品紹介を多言語対応で販路拡大！

青森県 合同会社マルカネ 9420003000707 サバの落し身を使った常温流通可能な瓶詰商品で販路拡大

青森県 李紗羅 － 楽しめる第三の場として提供できる店作り

青森県 有限会社三福商事 4420002015586 暮らしの『困った』をメニュー化し顧客の信頼を強化する事業

青森県 有限会社たたみの比内 3420002015637 『畳』看板並びに社名看板設置による店舗周知と新規顧客の獲得

青森県 有限会社睦水工業 7420002019923 水回りはおまかせ！認知度アップとスピード見積で新規顧客獲得！

青森県 斉藤工建 － 窮屈にさようなら！改装で快適！事務所改装で販路開拓

岩手県 盛岡ブラジリアン柔術アカデミー － 好立地を活かした看板設置による新規会員獲得事業

岩手県 有限会社美容室シノン 5400002002684 抗癌治療で脱毛に悩む女性を医療用かつらで心身共にサポート

岩手県 焼肉ダイニング雀 － こだわりの盛岡冷麺を軸にした売上向上事業

岩手県 ＤＥＴＯＵＲ － シニア女性客層向け育毛新ヘッドスパサービス提供による顧客開拓

岩手県 魚貞食堂 － 出張ビジネス客への三陸海鮮メニュー新提案による夜の部開拓事業

岩手県 ヘアーサロンハシバ － 待ちから動く訪問理容で来店不可能をサービス可能とする新事業

岩手県 釜石きのこＨＯＵＳＥ － 菌床開発のノウハウを活用した高級市場への新規開拓事業

岩手県 株式会社釜石ステーションホテル 7400001012880 新たな観光宿泊プランの導入による駅近快適ホテルの新規顧客開拓

岩手県 有限会社佐々木仁平商店 6400002011602 お米専門店による未経験新米の選び方・食べ方提案顧客開拓事業

岩手県 なにわたこ正 － 飲食サービスの設置による新たな営業形態での新規顧客開拓事業

岩手県 株式会社多田旅館 4400002011694 ＩＴ活用でお客様接点・魅力の効果的発信による新規顧客取込み

岩手県 有限会社片倉商店 1400002011482 一軒家から集合住宅へ私だけのスペースを形にした新商品開発事業

岩手県 水野餅店 － 子育て層へ「ハレの日商品（モノ）」をコト提案する販路開拓事業

岩手県 池端設計事務所 － 船舶設計体制の整備による官庁船設計の新受注開拓事業

岩手県 有限会社花川石油店 4400002011760 安全で快適なカーライフを実現するための新たな提案営業

岩手県 株式会社川喜 8400001007310 首都圏高級スーパーを足掛かりに営業力ギフト商品市場の新規開拓

岩手県 有限会社東電 9400002011715 高齢者へ急速に浸透するＩＴを新たな顧客接点とした新規開拓事業

岩手県 コンカツ印刷有限会社 2400502001107 トータル的な「提案型」営業による売上拡大

岩手県 有限会社オノデラ食品 8400502000020 自社ＰＲに基づく新規顧客の獲得及び販売売上の向上

岩手県 美容室ブルーム － 外装一新！新メニューと広告強化でイメージ＆来客ＵＰ

岩手県 株式会社伊藤石材 8400001009562 希望工期に迅速に対応する社内体制の整備による新規顧客獲得

岩手県 潮風のハーブ園 － 潮風に乗せて、宮古のハーブを全国へ！プロジェクト

岩手県 御菓子司　つちや本舗 － 首都圏への販路開拓のための新しいパッケージデザイン開発

岩手県 山根商店 － ＳＮＳを活用し、新規顧客の確保と海の食卓の情報発信事業

岩手県 浜ちゃん － 魚屋が作るお魚惣菜販売立ち上げのための施設整備事業

岩手県 株式会社石鳥谷石油 3400001005533 高速灯油計量機導入による業務効率化改善と販路拡大

岩手県 株式会社プロフィット 8400601000887 新規アスリートウエア販売での売上拡大・ＰＲ強化による顧客獲得

岩手県 煉瓦家 － ランチ会プラン導入による新規顧客の獲得で売上アップ
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岩手県 伊豆倉新店 － 事業後継者の人脈による若い世代の集客と新規顧客の獲得

岩手県 茶壷菅原園 － 集客イベントで女性の新規顧客の獲得と売上増加を図る

岩手県 四谷商店 － 働く子育て世代の集客強化による売上アップ

岩手県 株式会社きものおのでら 4400601000107 家族の負担軽減！振袖アフターメンテナンスサービスで売上アップ

岩手県 有限会社阿部製材所 8400602000036 地域住民参加型のＤＩＹによる製材所ショールームづくり

岩手県 株式会社クラシコ 6400601000996 自社開発新商品の販路拡大とブランド力の向上

岩手県 マルヨウ － 陶芸教室を中心とした３事業連携による新規顧客獲得で売上増加

岩手県 つぢ美容室 － ５０歳以上の女性に対する美容機器強化と効果的なＰＲによる売上アップ

岩手県 らーめん岩鷲 － 店内外環境改善からの来店客増加による売上拡大

岩手県 ペットサロン　Ｆａ－Ｆａ － １０周年記念イベント、店内リニューアルでお客様を増やして売上拡大

岩手県 株式会社アプリステイ 4400001006571 新聞折込チラシのリニューアルと新コース開設で売上増

岩手県 呑味処　中乃橋 － メニューの充実と設備改装による新規の顧客開拓

宮城県 株式会社宮城マイクロブルワリー 3370801000605 本場台湾直送のしゃぶしゃぶ台湾火鍋スープと地ビールの販路拡大

宮城県 個別指導　ＷＥＬＬ － 受験生専門の面接対策事業の周知による顧客獲得

宮城県 ヘアーサロン　フジ － 美意識向上トータルコーディネイトサロンのＷｅｂ発信事業

宮城県 美容室クッ・シュ － 新規獲得のためのチラシ作成・単価ＵＰのための炭酸泉導入

宮城県 アウトドアグッズ　あしの豆 － 足の痛みから解放される登山靴の広報強化と売り上げ増進

宮城県 有限会社アトワ 5370002004453 販路開拓に向けた商品案内パンフレット・展示会パネルの作成

宮城県 株式会社ｅｎＤｕｃｅ 6370001039854 「主婦層の新規顧客を開拓するための事業」

宮城県 有限会社味よし 6370002009419 当店の強みを活かした新ラーメンとこだわり餃子による販売促進

宮城県 中村物産有限会社 7370002012636 耐震技術を結集した「マゼラン」の販路開拓用ツールの作成

宮城県 りす整体院 － “支える人を支える整体院”ブランド構築と快適な施術空間の創出

宮城県 ちば接骨院 － 「背骨のゆがみをデジタル可視化」機器導入による顧客獲得事業

宮城県 タベルナジロ － ミドル世代に向けた東北のクラフトビール販路開拓事業

宮城県 有限会社丸高高橋商店 3370302002167 一般消費者向け販路開拓のためのホームページ等の作成

宮城県 有限会社ファーム・ソレイユ東北 7370302003145 後継者が取り組む和紅茶を使用した商品開発による新市場の創造

宮城県 とんかつぶー亭 － 特海老フライ定食の販売注力・客待ちスペース設置による顧客確保

宮城県 西條商事株式会社 5370001031300 シェフと会話をしながら食事・ランチ・弁当・ファミリーの開拓

宮城県 写真スガワラ － 技術の世代交代で若者や時代のニーズに答える撮影サービスの提供

宮城県 有限会社ギフトのキムラ 3370202000304 ＩＴツールを活用した販路開拓と伝統工芸品の外商販売強化

宮城県 有限会社佐藤モータース 1370202000413 地域社会に密着した顧客との絆創りによる顧客生涯価値の向上

宮城県 株式会社不忘印刷所 2370101001387 デザイン技術を活かしたレーザー加工製品の開発・販路開拓

宮城県 株式会社柴田自動車整備工場 4370101001328 整備工場内にフロンガス回収、再生、真空引き、充てん装置の設置

秋田県 株式会社ＲＥＡＬＥ　Ｌａｂ 2410001010806 自社ＨＰ製作による認知度向上および新商品開発による販路開拓

秋田県 秋田まるごと加工 － “北限のフグ”のギフト化によるＰＲ強化・販路拡大

秋田県 アイル合同会社 3410003003022 チラシ・ポスター・ＨＰによる児童発達支援事業のＰＲ強化

秋田県 ａｒｏｍａｒｏｏｍＬａｖａｒｅ － 東北初の「アロマエステ＋岩盤浴メニュー」を武器に顧客開拓

秋田県 株式会社佐川商店 8410001002707 高反発マットレス「マニフレックス」で良質睡眠をプロデュース！

秋田県 株式会社米澤 4410001010300 広報強化・店舗改装によるネイルサロンの最高の施術体制整備
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秋田県 グリーン工房　千里 － 日本を売り込む「プリザーブド“盆栽”」の商品開発事業

秋田県 Ｃｕｒａｎｄ株式会社 4410001010151 新規展開「土地・建物セット販売」事業の販売促進ＰＲ

秋田県 カーコンシェル車楽 － オートマミッションオイル交換の販売と必要性の認知度アップ

秋田県 工房るわっぱ －
秋田杉の曲げわっぱと華やかな京焼・清水焼を組合せた新商品開発と展示
出展

秋田県 響屋大曲煙火株式会社 9410001008323 メードイン大仙　安全で高品質な花火玉を全国及び海外へ！

秋田県 酒と菓子の店　おおくぼ － 地元の歴史と日本酒の歴史を繋ぎ、和菓子売上増加事業

山形県 株式会社花樹有 7390001000433 ガーデニング部門の充実化による新規顧客開拓

山形県 佐竹物産株式会社 6390001000640 オフィス機能シェアサービスによるプロフィットセンターの確立

山形県 ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　ｎｏｂｌｅ － 髪質・頭皮改善１番店に向けた体制整備と新規顧客獲得事業

山形県 手打ちそば　港屋 － 海外からのお客様に対応する、インバウンドメニュー表作成

山形県 尾形米穀店 － ＨＰのモバイルフレンドリー化とカジュアルギフトへの先行投資

山形県 株式会社ｕｎｉｃｓ 2390001014017 越境ＥＣサイト開設による日本製美容製品の海外展開事業

山形県 飛塚製鋏所 － 盆栽等の手入れを趣味とするシニア層に対しての販売力強化

山形県 株式会社マルセン醤油 3390001001807 新たな市場を狙いお土産用醤油のパッケージデザイン一新事業

山形県 株式会社ドリームゲート 8390001012840 「楽しさ」「達成感」の共有、運動継続に有効なサービス周知

山形県 Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　ｓａｌｏｎ　Ｃｕｒａｒａ － スキンケア・ボディケア講座の開設による新規顧客の拡大

山形県 有限会社ツルヤ商店 1390002001790 新商品の広報・宣伝による自社の籐（ラタン）ブランドの確立

山形県 Ｐｒｅｌｉｓｈササキ英会話スクール － 小学生向け英会話クラスのＰＲとＩＣカードによる出欠席管理

山形県 株式会社ニーズ 5390001007075 早い、安いメール便の広告による新規開拓と仕分け作業の改善

山形県 ランチ工房いしこう － 既存顧客満足度向上と新規顧客開拓のためのホームページ開設

山形県 株式会社進藤建築設計事務所 2390001007086 ホームページの開設による女性が多く働く企業への新規開拓

山形県 クックミートマルヤマ － 『契約生産者と全国の消費者をつなぐ食肉販売ネットシステムの構築』

山形県 株式会社サリバテック 1390001013465 検査実施時の被検者の信頼と満足度向上のためのパッケージ開発

山形県 フィッシングストアカトウ － オリジナル特許製品の拡販と来店客促進増加策

山形県 菓子工房　ラ・ネージュ － 『焼き菓子』強化で販路拡大・客単価向上計画

山形県 株式会社コーセー 9390001007550 ヘアスタイルを通じてお客様を元気に綺麗にするプロジェクト

山形県 有限会社かもじや化粧品店 6390002009235 高齢者に配慮した店舗づくりと　若い層の新規客獲得事業

山形県 有限会社遠藤建板 6390002012643 個人客獲得を目指す情報発信、“待ち”から“攻め”への販促展開

山形県 レストランカッペリーニ － 子育て世代も安心！親子で楽しむ新プラン提供とＰＲ強化

山形県 株式会社長沢燃料商事 9390002013192 米沢産原木黒炭「やまが炭」のＰＲ戦略と販路拡大

山形県 株式会社ブランドォレ 1390001012608 地場産フルーツを使った高級フルーツゼリー開発販売事業

山形県 有限会社児玉自動車整備工場 3390002014881 タイヤチェンジャー導入でサービス強化＆車検客キャッチ

山形県 丸一薬品有限会社 3390002015046 かかりつけ薬局（健康ナビステ）の充実等による新たな需要の創造

山形県 株式会社後藤工業 6390001004360 ドローンによる空撮を利用しての販路開拓と生産性向上

山形県 株式会社丸十仲野屋 9390001014472 酒粕を使用したソフトクリームの開発による販路開拓

山形県 フラワーちどり － 各種イベントに向けた新商品の提案と予約販売による販路開拓

山形県 有限会社西尾工務店 2390002005675 スマホ対応ホームページで知名度向上及び新規顧客獲得事業

山形県 サイクレスタ － モーションキャプチャー装置導入によるサービスの向上

山形県 布施猫笑店 － 「笑う猫」を始めとした陶人形作品等の品質及び生産性の向上
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山形県 麺屋　居間人 － ＧＭＯお店アプリの導入による新規顧客獲得と再来店の促進

山形県 株式会社ベネッセ 2390001004959 乾燥炉の導入によるリップグロスの生産で販路開拓

山形県 有限会社天童製麺 6390002005614 開発部門の強化のための機械導入による新商品の開発

山形県 有限会社大正館食品 5390002005581 ネットショップ構築とホームページ上で自社技術を発信し販路開拓

山形県 株式会社ほほえみの空湯舟つるや 7390001013468 各種広告媒体を使った新規顧客層の開拓

福島県 住まい工房やまぎし株式会社 1380001004201 専用ホームページ開設による建物検査サービスの販路開拓

福島県 ＨＥＡＲＴ計画株式会社 1380001022814 日帰り温泉の魅力を最大限に伝える、集客・リピーター確保事業

福島県 有限会社大黒屋豆腐店 6380002001267 ホームページのリニューアル作成・チラシ作成・雑誌の掲載

福島県 有限会社山田電器 7380002003832 お客様へのスムーズな商品配達と販売チラシによる新客獲得

福島県 株式会社森山 8358001001709 源泉湯庵森山の源泉たまごと福島の恵み湯庵プリンの販売促進事業

福島県 有限会社あんぜんなたべものや 7380002004450 こだわりの乾燥野菜・ドライフルーツの商品開発と販路拡大事業

福島県 ムネカタテック株式会社 8380001004112 地震に強い安心安全な住まいの提供と災害に強いまちづくり事業

福島県 美翔接骨院 － 「痛みの出ない身体づくり」の一生涯の健康サポート提案

福島県 株式会社ウッディホーム 2380001004613 福島県民が安全安心に暮らせる住まいの情報提供事業

福島県 美容室　オスカー － 人気のヘッドスパ導入による客単価の向上と新規顧客の獲得

福島県 有限会社アキ生花店 9380002007419 新規顧客獲得のためにオリジナルケース・包装紙開発

福島県 株式会社日商会津 3380001017696 新規顧客獲得に向けたＷＥＢ情報発信事業

福島県 ホームベーカリーコビヤマ － 復興への足がかり　新たな会津の魅力あるお土産を全国へ

福島県 株式会社マニフィークデシャンピニョン 1380001027111 ファンクラブ結成で季節を感じるパンの販路拡大事業

福島県 有限会社きくや生花店 5380002031620 ネットを利用した提案型販売による販路拡大、伝統文化の普及事業

福島県 Ｇｕｎｅｓ（グネーシュ） － イベントで大人気「ケバブサンド」看板等充実による集客力ＵＰ

福島県 株式会社磐城高箸 3380001019783 自社サイトの機能追加（買い物機能、動画）による販売力強化

福島県 有限会社丸由水産 4380002026225 自社開発商品ささ干しセットのＥＣサイトによる販路拡大事業。

福島県 有限会社いわき珈琲商会 3380002022126 自家焙煎珈琲ドリップバック開発でＯＥＭ生産拡大と新規顧客獲得

福島県 株式会社ドリームディレクション 2380001024636 求人マッチングサイトの認知度向上と基盤固めを行うための事業

福島県 ゆめづくり工房アボンド － 自分たちで作れる手作り結婚指輪の販路拡大

福島県 合資会社カネキ商店 5380003001449 若者の魚職離れを改善するためにさんまの郷士料理をＰＲ

福島県 有限会社ピノキオ 2380002025609 店舗ＰＲ及び小売り商品（ドレッシング・珈琲）の開発・販売促進

福島県 洋食レストラン　銀の糸 － ロゴマーク考案で視覚的な店舗ブランディングによる新規顧客開拓

福島県 山田塗装有限会社 9380002018580 「体感ルーム」設置によるプロモーション強化・新規受注獲得事業

福島県 こまや合同会社 6380003000904 こだわりの商品力の強みを活かした営業強化・販路開拓事業

福島県 Ｃａｐｔｉ － 店舗の認知度向上と新商品開発による来店促進・販路開拓事業

福島県 株式会社ユートピア 4380001010469 新装オープンの周知とイベント開催による新規顧客獲得事業

福島県 大成商事株式会社 8380001010291 お客様が利用しやすいお店づくりと情報発信

福島県 有限会社元湯甲子温泉 5380002018551 ＨＰリニューアルによる将来を見据えた若者層の新規客獲得事業

福島県 株式会社ナルイ工業 1380001010356 一般顧客へ向けた認知向上と囲い込みによる経営基盤の多柱化

福島県 株式会社大内屋 7380001015515 貸衣裳の新規分野（ネットレンタル業務）進出事業

福島県 有限会社ナイト 2380002028875 ガーデンテラスを利用したランチとグランピングの開設とその広告

福島県 株式会社ＡＲＫ 5380001026373 効果的な広報・周知と新技術導入による新規顧客の獲得
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福島県 Ｍｉｓｓｉ：ｚ － 女性の幸福感を高める空間作りと情報発信で認知度向上・販路開拓

福島県 株式会社松崎商店 2380001018844 『会津産の豆と米を使った菓子の販路拡大』

福島県 西村畳店 － 洋室にも畳のある暮らしへ　縁無し薄畳の販路開拓

福島県 丁字屋時計店 380003001529 高齢者のコミュニケーション能力確保に向けた無料聴力測定事業

福島県 株式会社サンライズデイ 9380001023581 空き屋・土地・空き店舗等仲介ビジネス専門家による高付加価値化

福島県 下馬　佐々木畳店 － メーターモジュールに対応可能な製畳機導入とＳＮＳ活用販路開拓

福島県 有限会社まるひで 2380002016590 周辺地域のニーズに対応したランチ営業を軸とする販路開拓事業

福島県 居酒屋　こんどこそ － 新規顧客獲得のための戦略商品発信強化事業

福島県 有限会社松屋印刷所 4380002016589 大型ダイレクトプリンター導入・社屋への看板設置による販路開拓

福島県 くすりの白河屋 － ＨＰをリニューアルし来店客の相談を受けＤＭ等で固定客化する
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